
                          
   南海トラフ地震に備えましょう       

 南海トラフ地震は、駿河湾沖から日向灘沖にか

けてのプレート境界を震源域として、過去に大き

な被害をもたらしてきた大規模地震です。最大震

度が７で、この地震によって起る津波の高さは最

大で３０ｍを超えることが想定されています。 

 気象庁は、各種パンフレット等を発行して、こ

の地震・津波に備えるよう啓発しています。そし

てその時には「ためらわずに避難を!」と呼び掛

けています。今年も台風が日本列島に近づきまし

た。台風１０

号の時には、

大きな規模を

予想して早い

うちからの避

難を呼び掛け

ていました。

今年は特に新

型コロナウイ

ルスの感染という心配もありました。そのためこ

れまでの避難所、学校の体育館だけでは“密”に

なるということで、避難所を増設したり、学校の

教室も開放することにしたというニュースもあ

りました。早めの避難というのは、増設する効果

もでてくる可能性もありますね。地震・津波に備

えることは、他の災害に備えることにも繋がるの

です。１年間で次のような日には、備えを考える

日にしてみようではありませんか。 

  １月１７日 阪神淡路大震災の日 

  ３月１１日 東日本大震災 

９月 １日 防災の日 

 １１月 ５日 世界津波の日・津波防災の日 

 毎年、この頃には新聞・テレビ・ラジオ等マス

コミは防災の情報をいろいろ流しています。それ

らの情報を、普段から自分自身に取り入れていれ

ば、いざその時の行動に生かせるでしょう。それ

が自分の命を守ることに繋がります。 

 みんなでこういう運動を起しましょう。 

 

  「『梧陵さん』への手紙」経過報告 

 本年７月から「濱口梧陵生誕２００年記念」の

事業の一環として「『梧陵さん』への手紙」を募

集いたしました。９月１０日の締め切りまでいた

だいた手紙の総数は８０３点でした。この「やか

ただより１１月号」が皆様のお手元に届く頃には

手紙の作品の審査が終了し、表彰式も終わってい

ることと思います。時間のずれがありますので、

経過を報告させていただきます。 

 小学生の部は、町内３校はもちろんですが、和

歌山県内外５校から応募していただきました。中

学生の部は広川町内２校でした。また、一般の部

は、耐久高校が大勢応募していただきました。ま

た、北は岩手県から送っていただいたり、大阪京

都の大学で防災を研究している大学生のみなさ

んも応募していただき、主催者としては予想以上

の「梧陵さん」へのお手紙をいただきました。 

 審査員５人で拝読いたしました。一番多い言葉

は「ありがとう」でした。みなさんの「梧陵さん」

への厚い感謝の気持ちが伝わってきました。小学

生の“手紙”からは、それぞれの先生方のご指導

の様子が伺いしれました。特に防災の面では、現

在沿岸部に住んでなくても、将来海辺に住むこと

になるかもしれません。そういうためにも、津波

防災の知識は必要だと思います。また、梧陵さん

の話は、津波だけではなく他の災害の時にも応用

できると思います。避難の大切さが重要です。 

 最終結果は、次号でお知らせいたします。入賞

作品は「稲むらの火の館」に展示しています。 

や か た だ よ り 第１２１号 
令和２年 11 月

広 川 町 

全 戸 配 布 
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【濱口梧陵学】 

 

濱口梧陵を模範として、 

100 年先の危機に備える 

 

千葉科学大学 藤本一雄 

（プロフィール） 

 富山県福野町（現 南砺

市）出身。1972 年 3 月生

まれ。東京工業大学大学

院総合理工学研究科社会

開発工学専攻修士課程修

了、同大学院総合理工学

研究科人間環境システム

専攻博士課程修了、同大

学院総合理工学研究科人

間環境システム専攻・助

手、千葉科学大学危機管理学部危機管理システム学

科・講師、准教授を経て、現在、千葉科学大学・副学

長、同大学 危機管理学部危機管理学科・教授、同大

学院危機管理学研究科 危機管理学専攻・教授、同入

試広報部・部長。 

 

令和元年 6 月に開催された「第 11 回稲むらの

火講座」に講師としてお招きいただき、梧陵さん

の防災面の功績（「稲むらの火」など）だけでな

く、防疫面での功績も先駆的かつ卓越したものが

あり、これらを含めて危機管理教育の題材にすべ

きとのお話をさせていただいた。それからわずか

半年後の令和元年 12 月頃から新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）が世界的に流行し、2020 年

10 月 21 日現在で感染者は 4,000 万人を超え、死

者は 110 万人に及んでいる。世界の感染症流行の

歴史を振り返ると、今から 100 年前（1918～1920

年）に「スペインかぜ」が大流行し、全世界で 6

億人が感染し、推定 4000 万人の死者をもたらし

たが、最近までは「忘れられた」存在となってい

た。それゆえ、新型コロナウイルス感染症が猛威

を振るう最中ではあるものの、数年後までには収

束するであろうし、そして、いつしか「忘れられ

た」存在になってしまうことを危惧している。そ

こで、あらためて、梧陵さんの防疫面での功績を 
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振り返っておきたい。 

わが国では、過去、天然痘やコレラなどの感染

症が頻繁に流行していた。天然痘の流行は、江戸

時代までは、数十年の間隔で大流行が発生してい

たが、江戸時代になると、毎年のように発生する

ようになっていた。天然痘は、疱瘡、痘瘡とも呼

ばれ、諺「痘痕（あばた）も靨（えくぼ）」の「痘

痕」は、天然痘が治ったあとの皮膚に残る小さな

くぼみのことである。顔に多数の痘痕が残れば性

別を問わず器量を損ないかねないため、江戸時代

には「疱瘡は見目定め、麻疹は命定め」との諺が

あったくらいである。 

長崎で蘭方医学を学んだ三宅艮斎は、天保の改

革による不況と蘭学に対する圧迫が激しく、江戸

での開業が困難であったため、梧陵さんの勧めも

あって 1841 年に銚子で開業した。その後、1844

年、三宅艮斎は佐倉藩医となって銚子を去ったも

のの、梧陵さんとの親交は続いた。1858 年 5 月、

天然痘の予防・治療を目的として、三宅艮斎を含

む江戸在住の蘭方医 83 名が資金（計約 580 両）

を出し合って「お玉ヶ池種痘所」を開設した。し

かし、同年 11 月、付近で発生した火災により種

痘所は全焼した。三宅艮斎から種痘所再建の窮状

を相談された梧陵さんは 300 両を寄付して、1859

年末に種痘所は再建された。その後、種痘所の医

書・医療器具を充実させるため、1861 年、さらに

400 両を寄付し

た。これ以降、種

痘所は、「西洋医

学所」「医学校」

「東京医学校」な

どと改称して、現

在の「東京大学医

学部」に至ってい

る。司馬遼太郎

は、『胡蝶の夢

（3）』の中で「も 

し寄付者の名前を  お玉ヶ池種痘所跡地       

冠するアメリカの     （東京都千代田区） 

場合なら、浜口梧陵種痘所というふうに称せられ

たにちがいない」と賛辞を贈っている。天然痘は、

種痘所再建から約 120 年が経過した 1980 年 5 
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月、WHO が世界根絶宣言を行うに至り、人類が初

めて根絶した感染症となった。 

一方、わが国でのコレラの流行は、1822 年が

初めてで、1858 年に再び流行した。コレラは、も

ともとインドのガンジス川デルタ地帯の風土病

として土着していたが、後述するように、わが国

では開国に伴って輸入された感染症である。当時、

コレラは漢字で「虎列剌」「虎烈刺」「虎列拉」と

書かれ、また、「ころりと死ぬ」ということから、

コロリ（虎狼痢）とも記述された。明治時代に入

ると、1877 年（明治 10）、1879 年(明治 12)、1882

年(明治15)、1886年(明治19)、1890年(明治23)、

1895 年(明治 28)と数年ごとに流行を繰り返し、

その都度、数千～数万人単位の死者をもたらした。 

1858 年 5 月に長崎に入港した米国軍艦からコ

レラが持ち込まれ、その流行は、長崎から大阪、

京都を経て江戸にまで広がった。大阪では 1 日に

800 人の死者が出て、江戸だけで 3 万人の死者

（10 万人との説もある）が出たと言われている。

このとき江戸にいた梧陵さんは、銚子の店の支配

人と関寛斎に手

紙を送った。関寛

斎は、1856 年 2 月

から銚子で開業

していた蘭方医

で、梧陵さんに認

められ、三宅艮斎

以上に親身の援

助を受けていた。

その手紙の内容

は、江戸で大流行

しているコレラ    

関寛斎ゆかりの地の碑      は、近いうち銚子 

（千葉県銚子市）    にも広がると考え 
られるので、コレラの予防法・治療法を学ぶため、

関寛斎に江戸に来るようにというものであった。

江戸に来た関寛斎は、梧陵さんから紹介された蘭

方医の林洞海と三宅艮斎から治療法・予防法を学

び、薬品・書籍を購入して銚子に戻った。そのと

き銚子でもコレラが流行りつつあったが、関寛斎

の防疫治療により被害を最小限に食い止めるこ

とができた。杉村廣太郎（楚人冠）は、『濱口梧 
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陵伝』の中で「若し寛齋が梧陵の命に依りて江戸

に出で、其の治療法を學ぶ事なかりせば、舊式の

醫術と藥品の不備とに依りて、銚子は如何の慘害

を被れるか知るべからず」との評価を与えている。 

以上の梧陵さんの防疫面での功績を、防災面で

の功績（「稲むらの火」の逸話）と対比してみる

と、天然痘の予防・治療のための種痘所の再建事

業は、遠い将来（数十年～100 年先）の危機に対

する備え（リスクマネジメント）という点におい

て、広村堤防の建設事業に相当するであろう。ま

た、江戸でのコレラ流行から銚子への蔓延を予見

して、関寛斎を介して銚子でのコレラ防疫に取り

組んだことは、目の前に迫っている危機に対する

迅速かつ臨機応変な対応（クライシスマネジメン

ト）という点において、安政南海地震の津波の襲

来を予見して村人たちを臨機応変な判断・行動に

よって避難誘導させたことに相当するであろう。 

東日本大震災の発生から 10 年が過ぎようとし

ている現在、当時の強烈な記憶は薄れつつあり、

かつ、震災を経験していない世代も増えている。

阪神・淡路大震災に至っては、すでに 25 年が経

過し、震災後に生まれた若い世代が、都市直下地

震によって数千人単位の犠牲者が出ることにつ

いて現実味をもって受け止めているか甚だ疑問

である。寺田寅彦の警句に「天災は忘れた頃にや

ってくる」がある。この「天災」には、自然災害

だけでなく、感染症の世界的大流行（パンデミッ

ク）も含めるべきとの考えに対して、新型コロナ

ウイルスの蔓延を目の当たりにしている現在で

は異論の余地はないであろう。それゆえ、今後、

防災教育だけに限らず、防疫教育を含んだ危機管

理教育のロールモデル（模範）として、濱口梧陵

の功績を後世（100 年先）まで語り継いでいく必

要があると強く感じている。   (おわり) 

……………………………………………………… 

＜地域防災＞ 

 一般財団法人日本防火・防災協会発行の「地域

防災」Ｎｏ，３３に広川町役場総務課の大西和彦

氏の『祈りと感謝の継続を防災文化に 広川町

「津浪祭の継承」』というレポートが掲載されて

います。「稲むらの火の館」に置いています。是

非、ご覧ください。 
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 こんにちは！ こども梧陵ガイド・プロジェク

トチームの関西大学近藤ゼミ、龍谷大学石原ゼミ

です! 今回は昨年

度のガイド実施時

に広小学校の児童

たちが制作したオ

リジナル梧陵クイ

ズを掲載します。 

 

問１（広村堤防について） 

 

広村堤防は、補修や整備をしっかり施して、 

広川町を守り続けています。では、広村堤防 

の本格的な整備工事が始まったのは、いつ？ 

① 1885 年  ② 1903 年  ③ 1993 年 

 

＜解説＞ 

実は、広村堤防の整備工事が始まったのは平成

になってから。その翌年、1994 年に、保存する会

が結成されました。会員の皆さまの清掃活動の甲

斐もあって、広村堤防は国の史跡に指定されるま

でになりました。      答え：③ 1993 年 

 

問２（濱口梧陵さんについて） 

 

濱口梧陵さんは、実は名前が 

4 回変わっています。梧陵さん 

の 4 番目の名前は、どれ？ 

① 三郎(さぶろう)  

② 七太(しちた) 

③ 儀兵衛(ぎへい) 

 

＜解説＞ 

醤油屋の「七太（しちた）」として生まれた梧

陵さんは、「儀太（ぎた）」、「儀太郎（ぎたろう）」

と名を変え、現ヤマサ醤油の七代目当主として、

4 番目の名である「儀兵衛（ぎへい）」になりまし

た。「濱口梧陵」は梧陵さんが 51 歳のときに名乗

りはじめた名前です。 答え：③ 儀兵衛(ぎへい) 
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  夏之夜かたり    (第２回) 

   広村郷土史(４２年) 

                 渋谷家文書 

 陶器山(男子山とも云う すべて八幡社の側に

ある山を何地男子山と云う之れ山城の男子山よ

り名取りしものならん)……井関村に崎山利平と

云ふ人あり独身者なりき、此人幼児より大坂の陶

器屋にて奉公せり、之が動機となりて職人より話

を聞きて熱心を以て紀州の郷土に於て初めんと

しに紀候一位殿に願ひぬ。之れも八十五年程前な

り、一位候に出入許され結果御庭焼を初む其後紀

州候を金主として男山に於て初めんとせり。其方

法策略は左の如し天草石を積来り山に於て置き

役人を「くらまし」仮焼にせしが役人よくだまり

て結果此に初むるに至りぬ。其後庚申山●岩石を

以て製するに至れり、しかるに金主は紀候なりし

かば金財を惜まず利益を欲せざりしがば良品出

来たりしが元来利平性質よひしからず。一位候死

しに後は仕入してくれぬ様になり他人も此人に

仕入せざりき故に養子覚兵衛が田地を払ひて資

本にせしが資本続かず。 他に助くる者ものなか

りしかばまさに倒れんとせり其時中野村に柳本

作右衛門、覚兵衛のなり行きを見て之れをあわれ

み 広村渋谷吉兵衛とて小さき陶器店を諸国よ

り仕入れて、なし居たりしが之れに作右衛門が相

談して吉兵衛をして覚兵衛に仕入をなさしめき。

覚兵衛は父利平に似ずよき人なりき、柳本が渋谷

に依頼せし原因は、渋谷が初め烏戸山(字外男山

なれど渋谷は烏戸山と付たり之れ烏の森が戸前

に見ゆる故に付けしなり)にて陶器を仕入置りし

かば、柳本も之れを機として男山にも一所に資本

に入れてやつてひ被下と願はれしかば渋谷も覚

兵衛の人となりを「あはれみ」之れに資本入をな

すに至りぬ。然るに覚兵衛急に死せしかば覚兵衛

の父利平は渋谷の仕入れし品を自ら自由にせん

とせしなり。潜かに積出しさんとせしかは其後早

く渋谷は之れを見切りしが利平も又仕入する事

出来ず、止むを得ず多く職人を助くる為めに職人

が利平より借入し預け金にて二年程継けしが利

平が元来紀州候の出入人なりしかば其派ぶりに

て中々面倒なりき。    (つづく) 

 


